
ごみ
　川越市では、ごみを「可燃ごみ」「不燃ごみ」「びん・かん」「ペットボトル」「有害ごみ」「粗大ごみ」「紙類」「布類」「プラスチッ
ク製容器包装」に分別しています。分別収集は、ごみの減量・資源の保全・処理経費の節減・処理施設の効率化・地球環境の保
全に役立ちます。ご協力ください。ごみの分別方法については、家庭ごみの分け方・出し方をご覧ください。

集積所へのごみ出しは収集日の午前8時まで
　夜間のごみ出しは火災やカラス等の被害の原因になり
ます。絶対におやめください。収集量や交通事情等により、
収集時間は一定ではありません。

収集時間が異なる品目
　「紙類」「びん・かん」「ペットボトル」は品目ごとに別の車
両で収集するため、同じ収集日でも収集時間が異なりま
す。また、品目ごとに場所を分けて置いてください。

雨の日も収集
　「紙類」も含め、ごみの収集は天候にかかわらず日程どお
り行います。
※ 「布類」については、次の収集日に出すようご協力ください。

引っ越しなどの時
　引っ越しなどにより一時的に多量のごみが出る場合は、
数回に分けるか、直接市の処理施設へ搬入（自己搬入）して
ください（有料）。搬入先は家庭ごみの分け方・出し方をご
覧ください。

ルール
違反

あと出しごみ以外のルール違反ごみには「シール」を貼っています。
正しく分別し直すなどして、後日出し直してください。

中身の見えない袋での排出 段ボールでの排出

収集後の「あと出し」 紙袋での排出（紙資源除く） 分別されていないごみ

　ごみの散乱を防止し、快適な生活環境を守るため、みだりに
ごみを捨てることは禁止されています。また、ダイオキシン類等
による人の健康や生活環境への支障を防止するため、家庭で
のごみの焼却行為は一部の例外を除いて禁止されています。
　いずれも悪質な場合には、5年以下の懲役もしくは1千万円
以下の罰金またはこの両方に処される可能性があります。
（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条）
　家庭ごみは必ず分別し、それぞれの収集日に出してくださ
い。多量の場合は、直接市の処理施設へ搬入（有料）してくだ
さい。

ごみの不法投棄・焼却行為の禁止

集積所の管理
　集積所の管理は、利用する皆さんで行ってください。清
潔に保つようご協力をお願いします。ごみ飛散防止ネット
も、危険がないよう適正に管理してください。

家庭ごみを出すときの注意点 資源循環推進課　TEL 239-6267
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収集日程について
収集管理課　TEL 239-5058

　収集日は、自治会により異なります
ので、「家庭ごみの分け方・出し方」の
「自治会別収集日程表」をご確認くだ
さい。自治会名が分からない場合はお
尋ねください。

ごみ分別アプリ
資源循環推進課　TEL 239-6267
　ごみの分け方や収集日のお知らせ
など、ごみ出しに関する情報を手軽に
確認できる無料アプリです。

＊ アプリは無料ですが、インターネット接続
などに掛かる費用は利用者の負担になり
ます。

　各アプリ配信サイトにて「川越市ご
み」で検索するか、下記の2次元コー
ドからインストールページに接続で
きます。
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ごみ集積所の新設・移設・廃止
収集管理課　TEL 239-5058

　ごみ集積所を新設・移設・廃止する
ときは、申請書に必要事項を記入し、
収集管理課に提出してください（申請
用紙は、市民センターにもあります）。

集積所の管理は、利用する皆さんで
行ってください。清潔に保つようご協力を
お願いします。ごみ飛散防止ネットも、危
険がないよう適正に管理してください。

粗大ごみ
資源循環推進課　TEL 239-5056
家庭で不用となった粗大ごみの戸別収集

（有料）を行っています。また、粗大ごみを屋外
へ持ち出すことができない高齢者・要介護者・
障害のある方を支援する「サポート事業」や、
当日の立ち会いができない方のために料金前
納による「立会い無し収集」を行っています。

集団回収
資源循環推進課　TEL 239-6267
　新聞紙・雑がみ・紙パック・段ボー
ル・衣類・アルミ缶・空きびんなどは、
再利用できる大切な資源です。自治
会・子ども会などで実施している集団
回収に出し、ごみの減量・資源化にご
協力ください。市では、集団回収を実
施した登録団体に、報償金を交付して
います。

かわごえ環境推進員
資源循環推進課　TEL 239-6267
　ごみの減量・資源化および地域の環
境美化を推進するため、それぞれの地
域（自治会ごと）にかわごえ環境推進
員が委嘱されています。

資源循環推進課　TEL 239-6267

 クリーン川越市民運動 
（ごみゼロ運動）

　まちをきれいにし、快適な環境づく
りを推進するため、クリーン川越市民
運動推進協議会が中心になって実施
しています。実施日については、広報
川越などでお知らせします。ご協力を
お願いします。

環境美化活動支援制度
資源循環推進課　TEL 239-6267
　自治会・子ども会・スポーツ少年団
など、原則として地域の3人以上の団
体が行う清掃活動に対して、ごみ袋の
支給・ごみ挟みやリヤカーの貸し出し
を行います。
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浄化槽
環境対策課　TEL 224-5894

浄化槽の設置届出書・使用開始
報告書・使用廃止届出書など

　浄化槽を設置する際に、建築基準法
による申請を必要としない場合は、浄
化槽法によって「浄化槽設置届出書」
を提出する必要があります。
　また、設置した浄化槽を使用開始し
た場合には「浄化槽使用開始報告書」
を、浄化槽の使用を休止または廃止し
た場合には「浄化槽使用休止届出書」
または「浄化槽使用廃止届出書」を提
出する必要があります。
浄化槽管理者または浄化槽技術管理

者を変更した場合は、「浄化槽管理者変
更報告書」または「浄化槽技術管理者変
更報告書」を提出する必要があります。
※ 200人槽以下の浄化槽であれば、「浄化槽使
用開始報告書」「浄化槽使用廃止届出書」「浄
化槽管理者変更報告書」につい
てはパソコンやスマートフォン
から手続きができます。

保守点検
　浄化槽の機能が正しく保たれてい
るかどうかを定期的に点検すること
を保守点検といいます。浄化槽の種類
によって点検回数は異なります（下
表）。保守点検には、専門的な知識・技
能・経験が必要なため、市の登録業者
に依頼してください。

浄化槽の維持管理
　浄化槽管理者は、浄化槽法により法
定検査・保守点検・清掃の実施が義務
付けられています。各家庭で取り付け
ている浄化槽は、各家庭が責任を持っ
て維持しなければなりません。快適な
生活を送るため、日ごろから適正な維
持管理を心掛けてください。

単独処理施設

浄化槽の点検回数 環境対策課　TEL 224-5894

種類 人槽20人以下 人槽21～300人 人槽301人以上

全ばっ気方式 3か月に1回以上 2か月に1回以上 1か月に1回以上

分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式

4か月に1回以上 3か月に1回以上 2か月に1回以上

散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式

6か月に1回以上

合併処理施設
処理方法 浄化槽の種類 期間

分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式

処理対象人員が20人以下の浄化槽 4か月に1回以上

処理対象人員が21人以上50人以下
の浄化槽 3か月に1回以上

活性汚泥方式 1週間に1回以上

回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式

❶  砂ろ過装置、活性炭吸着装置ま
たは凝集槽を有する浄化槽 1週間に1回以上

❷  スクリーンおよび流量調整タン
クまたは流量調整槽を有する浄
化槽（❶に掲げるものを除く）

2週間に1回以上

❸ ❶および❷以外の浄化槽 3か月に1回以上

＊ 保守点検業登録業者については、市ホームページを確認するか、環境対策課にお尋ねください。

ごみの不法投棄
収集管理課　TEL 239-5058

　集積所等への不法投棄については
ご連絡ください。

産業廃棄物
産業廃棄物指導課　TEL 239-7007
　産業廃棄物に関する許可や、指導を
行っています。

動物の死体
ペットなどの死体
東清掃センター　TEL 223-2645
資源化センター　TEL 234-0530

　飼い犬・飼い猫の死体は、飼い主が
処分するか、東清掃センターまたは資
源化センターへお持ちください。料金
は1体につき500円です。

受付時間
　月～金曜日（年末年始を除く※）
　※ 年末の特別収集を実施する日は、搬入を

受け付けます。
　午前8時40分～11時50分
　午後0時45分～4時

小動物の死体を見つけたら
収集管理課　TEL 239-5058

　休日・夜間は市役所当直へ
　路上に犬や猫などの死体がある場
合は、ご連絡ください。

浄化槽

収集管理課　TEL 239-5058

 ごみのふれあい収集 
（戸別訪問収集）

　1人暮らしでごみを自分で集積所
へ運ぶことが困難な高齢者や障害の
ある方で、近親者・近所の方・ヘルパー
などの協力が得られない場合に、市が
直接訪問し、収集を行います。

生ごみ処理機器の補助制度
資源循環推進課　TEL 239-6267
　市では、生ごみの減量に役立つ生ご
み処理容器（コンポスト・ＥＭ容器）と
電気式生ごみ処理機の補助を行って
います。補助金が予算額に達した時点
で受け付けを終了します。
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清掃
　槽の中にたまった汚泥などを処理
することを清掃といいます。汚泥など
をそのままにしておくと、浄化機能が
衰え、浄化されない汚水が放流されて
しまいます。清掃の時期は、浄化槽の
種類・使用人数・使用方法によって異
なります。清掃回数は、1年に1回以上
（全ばっ気方式は6か月に1回以上）実
施することになっています。清掃は市
の許可を受けた業者に依頼してくだ
さい。
＊ 清掃業許可業者については、市ホームペー
ジを確認するか、資源循環推進課へお尋ね
ください。

法定検査
　法定検査は、毎年1回行う水質検査
であり、浄化槽の機能が十分に発揮さ
れているかどうかを確かめる検査で
す。検査は、知事が指定した検査機関
が行います。下記の検査機関に申し込
んでください。

一般社団法人 埼玉県環境検査研究
協会 浄化槽法定検査センター
　TEL 048-778-8700

浄化槽に補助金
　市では、合併処理浄化槽へ転換する
方または合併処理浄化槽で、年間を通
じて適正な維持管理（保守点検・清掃・
法定検査）を行っている方に対して補
助金を交付しています。合併処理浄化
槽は、単独処理浄化槽では処理されな
い台所・風呂・洗濯・洗面所から出る排
水も処理できるため、河川の汚染防止
に大きな効果があります。補助金の
交付には補助対象となる区域や一定
の条件があります。また、市の予算に
よって交付基数が限られることがあ
ります。

し尿のくみ取り
資源循環推進課　TEL 239-6267
　し尿のくみ取りは、自宅周辺の地域
を担当している許可業者に依頼して
ください。
＊ 許可業者については、市ホームページを確
認するか、資源循環推進課にお尋ねくださ
い。

1か月のくみ取り料金
 普通便槽の場合→世帯割（180円）
＋（250円×家族の人数）
 改良便槽または特別の収集による
ものの場合→世帯割（180円）＋36
リットルにつき200円

吸い込み下水槽に補助
資源循環推進課　TEL 239-6267
　下水道未整備地域に住んでいる方
が、家庭からの雑排水のみの吸い込み
下水槽を清掃・掘り替え・改造したと
きに、補助が受けられます。補助金が
予算額に達した時点で受け付けを終
了します。

清掃
対象

　現在使用中の吸い込み下水槽を清
掃したとき

補助額
　1槽当たり1回につき4,600円以内
（1年度に3回以内）

申請期限
　清掃実施後2か月以内

掘り替え・改造
対象

　住まいと同じ敷地内にあり、現在使
用中の吸い込み下水槽を掘り替え（直
径60cm以上、深さ3ｍ以上）、または
改造したとき

補助額
　1槽当たり1回22,000円（改造の場
合は11,000円）

申請期限
　工事実施前

環境対策
公害
環境対策課　TEL 224-5894

　大気汚染・水質汚濁・悪臭・騒音・振
動・地盤沈下・土壌汚染を一般に公害
といいます。環境対策課では、皆さん
の快適な生活環境を守るため、工場な
どの立ち入り検査を行っています。

光化学スモッグ
環境対策課　TEL 224-5894

　自動車の排気ガスや工場のばい煙
などに含まれている窒素酸化物や炭
化水素類などが、太陽の紫外線により
光化学反応を起こし、大気中の光化学
オキシダントの濃度が高くなった状
態を光化学スモッグといいます。この
とき、人体や植物に被害を及ぼすおそ
れがあります。
　市では光化学オキシダントの濃度
が高くなりその状態が継続すると見
込まれるときに防災行政無線を使っ
て次のお知らせをします。
 光化学スモッグ注意報
 光化学スモッグ警報
 光化学スモッグ重大緊急報

　注意報・警報・重大緊急報が発令さ
れた際には、屋外での激しい運動は避
けてください。また、目がチカチカし
たり、のどに痛みを感じたりしたら、
洗眼やうがいをし、症状が重いときは
すぐに医師の診察を受けましょう。健
康被害を受けた方は、連絡してくださ
い。
光化学スモッグによる健康被害につ
いて＝
　　保健予防課　TEL 227-5102
　　環境対策課　TEL 224-5894
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PM2.5（微小粒子状物質）
環境対策課　TEL 224-5894

　PM2.5とは、大気中に浮遊してい
る2.5㎛以下の小さな粒子のことで、
工場や自動車の排ガスのほか、砂ぼこ
りなどにも含まれています。非常に小
さい物質のため、肺の奥深くまで入り
やすく、呼吸器系への影響に加え循環
器系への影響が懸念されています。
　市では日平均値が70㎍／㎥を超過
する恐れがある場合に、注意喚起情報
を防災行政無線を使ってお知らせし
ます。
　注意喚起情報が発令された際には、
換気や窓の開閉を必要最小限にして、
屋外での激しい運動や不要不急の外
出は避けてください。

空き地の環境保全
環境対策課　TEL 224-5894

　管理の不十分な空き地の所有者（管
理者）に対して、指導を行っています。

地盤沈下
埼玉県西部環境管理事務所

TEL 244-1250
　地盤沈下については、上記にお尋ね
ください。

環境政策課　TEL 224-5866

再生可能エネルギー機器
等普及促進事業補助金

　再生可能エネルギー機器等の普及
促進により、地球温暖化を防止するこ
とを目的に、太陽光発電システム、太
陽熱利用システム、エネファーム、蓄
電池およびV2Hを設置する方に補助
金を交付しています。
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